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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 993 ― △865 ― △931 ― △2,778 ―

20年3月期第3四半期 3,107 ― △648 ― △763 ― 357 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △5,763.59 ―

20年3月期第3四半期 740.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 1,598 △2,323 △145.6 △4,826.87

20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  ―百万円 20年3月期  0百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

（注）通期連結予想値に関しましては、２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参考ください  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  482,074株 20年3月期  482,074株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10株 20年3月期  10株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  482,074株 20年3月期第3四半期  482,074株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期累計会計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）における我が国経済は、米国のサブプ

ライムローン問題を起因とする世界的金融市場の混乱が日を追うごとに拡大する中、世界経済恐慌の様相を呈してま

いりました。

　このような経済環境下で、当社グループ（当社及び連結子会社）では、事業の根本的な見直しと再構築に取組んで

参りましたが、資金の効率的運用を目指した投資において、投資環境の悪化と資本市場の混乱等、想定外の状況とな

り、計画通りの成果が得られないままに推移いたしました。メディカルソリューションサービス事業では、導入実績

も着実に増加してきており、今年度末には年間の導入実績数としては業界トップになる可能性が濃厚となってまいり

ました。

　一方、不採算事業および資産の整理を進めてまいりましたが、環境の激変によりいずれも予定通りの進捗とはなっ

ておりません。また、前連結会計年度末にグループ化しましたすばる証券株式会社は4月中旬に営業を再開し、FX取引

に特化した展開を図って参りましたが、金融市場の混乱から顧客層の確保が計画通りに進展せず、グループの収益に

寄与しておりません。平成20年７月より当社連結子会社となりましたメディア情報開発株式会社は12月決算でありま

すが、平成20年７月１日より平成20年12月31日までの業績を当第３四半期連結会計期間に反映しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は前年同期比68％減の993百万円となりました。

営業損失は前年同期648百万円の損失から865百万円の損失となり、経常損失は前年同期763百万円の損失から931百万

円の損失となりました。

　なお、売上高の前年同期比の大きな変動要因としましては、当社グループの売上高に占める割合の大きかったリサー

チ＆ソリューション事業を行っていました子会社が、前連結会計年度中に連結対象の範囲から除外となりましたこと

によります。

　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期累計期間末（平成20年12月末）における総資産は1,598百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,856百

万円の減少となりました。

　流動資産については、前連結会計年度末に比べ2,475百万円減少の929百万円となっており、主たる要因は仕掛品

110百万円が増加する一方、現金及び預金が1,249百万円、受取手形及び売掛金が30百万円、短期貸付金783百万円

減少しているためであります。

　流動負債については、前連結会計年度末に比べ3,067百万円増加の3,516百万円となっており、主たる要因は短期

借入金2,761百万円の増加であります。

　

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

当社グループは、各事業の特性を活かし、事業シナジーを追求することでグループ戦略の効果を実現していく計画で

事業展開を図ってまいりましたが、前連結会計年度から目指してまいりましたＩＴ事業以外への事業進出が経済環境

の激変の下、計画を達成する見込みが困難となり、テスト＆ソリューション事業の中核でありますメディカルソリュー

ションサービス事業に特化すべく事業を整理する方向で検討しております。

　メディカルソリューションサービス事業におきましては、ＴＶ放送の地上デジタル放送への移行に向けて、ベッド

サイド端末の入替需要が加速される傾向があり、当社グループへの引合いも活発となっており、導入実績も着実に増

加してきております。

　不動産関連事業におきましては、当社グループ内での不動産賃貸収入および業務支援収入を中心としており、グルー

プの収益には大きな貢献しておりません。

  当連結会計年度より当社連結子会社となりましたすばる証券株式会社は経済環境、特に金融市場が悪化する中、Ｆ

Ｘ事業に特化してまいりましたが、顧客の獲得が困難な状況が続き、赤字が拡大する傾向にあります。

　当連結会計年度より当社連結子会社となりましたすばる証券株式会社の業績は、証券事業という業績予想を把握す

るには適当でない事業のため、すばる証券株式会社を含まない連結業績予想となります。そのため決算作業の結果に

おきまして業績予想の修正は必須となっている現状を踏まえ、第2四半期決算短信から連結業績予想の開示は実施いた

しておりません。

　現状の経済環境の下で事業の整理を進捗させる過程において、想定外の損失を計上する可能性があります。
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当する事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

棚卸資産

　　当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

  係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

経過勘定　

　　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

固定資産

　　定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

　法によっております。

税金費用

　　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

　っております。

連結会社相互間の債権債務の相殺消去

　　連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行な

　ないで債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

　　連結会社相互間の取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、一定の合理的な方法に

　基づき相殺消去しております。

　

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　たな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、先

入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　この変更により、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は2,700千円増加しております。

 

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日)）が平成20年４月１日以降開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計

期間から所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

　ただし、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この変更による四半期連結貸借対照表への影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 122,600 1,115,460

受取手形及び売掛金 106,542 262,554

商品 8,526 8,531

製品 85,410 85,441

仕掛品 197,530 164,083

短期貸付金 145,600 442,600

その他 312,398 327,511

貸倒引当金 △49,529 △5,818

流動資産合計 929,079 2,400,362

固定資産   

有形固定資産 294,227 532,552

無形固定資産   

のれん 95,857 897,564

その他 171,887 181,310

無形固定資産合計 267,745 1,078,874

投資その他の資産   

長期貸付金 335,370 1,293,472

破産更生債権等 1,981,072 601,163

その他 237,644 349,873

貸倒引当金 △2,447,120 △1,802,121

投資その他の資産合計 106,966 442,387

固定資産合計 668,940 2,053,814

資産合計 1,598,020 4,454,177

負債の部   

流動負債   

買掛金 81,406 143,508

短期借入金 2,899,020 －

1年内償還予定の社債 44,000 42,000

1年内返済予定の長期借入金 232,961 162,879

未払法人税等 10,722 9,059

引当金 3,699 1,500

その他 244,211 213,246

流動負債合計 3,516,022 572,192

固定負債   

社債 227,000 235,000

転換社債型新株予約権付社債  3,000,000

長期借入金 124,295 90,375

退職給付引当金 19,806 30,649
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

その他 34,434 40,414

固定負債合計 405,536 3,396,438

負債合計 3,921,558 3,968,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金 1,585,504 1,585,504

利益剰余金 △5,474,180 △2,695,762

自己株式 △464 △464

株主資本合計 △2,293,094 485,324

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,768 △8,038

評価・換算差額等合計 △33,768 △8,038

新株予約権 465 465

少数株主持分 2,858 7,795

純資産合計 △2,323,538 485,547

負債純資産合計 1,598,020 4,454,177
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 993,375

売上原価 936,273

売上総利益 57,101

販売費及び一般管理費 922,473

営業損失（△） △865,371

営業外収益  

受取利息 7,624

還付消費税等 20,460

その他 4,858

営業外収益合計 32,943

営業外費用  

支払利息 50,029

貸倒引当金繰入額 22,454

その他 26,241

営業外費用合計 98,725

経常損失（△） △931,153

特別利益  

事業譲渡益 53,647

貸倒引当金戻入額 99,929

その他 120

特別利益合計 153,698

特別損失  

のれん償却 804,425

貸倒引当金繰入額 739,075

投資有価証券評価損 151,606

減損損失 211,945

その他 73,890

特別損失合計 1,980,944

税金等調整前四半期純損失（△） △2,758,399

法人税、住民税及び事業税 23,676

法人税等合計 23,676

少数株主損失（△） △3,656

四半期純損失（△） △2,778,419
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 233,072

売上原価 237,672

売上総利益 △4,600

販売費及び一般管理費 278,342

営業損失（△） △282,943

営業外収益  

貸倒引当金戻入額 1,662

還付消費税等 308

その他 1,596

営業外収益合計 3,566

営業外費用  

支払利息 49,851

その他 24,723

営業外費用合計 74,574

経常損失（△） △353,951

特別利益  

貸倒引当金戻入額 99,929

特別利益合計 99,929

特別損失  

のれん償却 804,425

貸倒引当金繰入額 530,982

投資有価証券評価損 10,000

その他 87,232

特別損失合計 1,432,641

税金等調整前四半期純損失（△） △1,686,662

法人税、住民税及び事業税 8,903

法人税等合計 8,903

少数株主損失（△） △1,107

四半期純損失（△） △1,694,458
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（４）継続企業の前提に関する注記

当社グループは、前連結会計年度に883百万円、当第３四半期連結累計期間おいて、事業再構築の途上ではあるも

のの、業績の改善には至っておらず、865百万円の営業損失を計上いたしました。

  この結果、当第３四半期累積期間におきまして2,323百万円の債務超過になっております。

  また、財政状態の状況といたしまして、平成18年3月31日に発行いたしました転換社債型新株予約権付社債30億

円の平成20年9月30日繰上償還請求を受領しました。社債権者との協議の結果、準消費貸借契約に切替、順次返済

をおこなうべく契約締結いたしました。しかしながら、金融情勢・経済情勢の激変により返済計画の再見直しの

必要が生じており、債権者との再協議を行っております。

  当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

  連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、当第３四半期連結累計期間におきましては以下

の項目を実施しました。

①メディカルソリューション事業の拡大のための人員配置の実施。

②不採算事業の譲渡先模索。

③事務所の統合による費用圧縮。

④投資事業の展開。

⑤資金調達先の模索

　また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。

① メディカルソリューション事業への営業活動集中および販売代理店政策導入による規模と収益の拡大推進。

② 子会社メディア情報開発株式会社との事業シナジー追求による事業規模の拡大推進。

③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。

④ 相乗効果が期待できる企業との事業提携の模索。

⑤ 事業シナジーの希薄な子会社及び事業の譲渡ならびに保有資産の売却による返済原資の確保。

⑥ 人員構成の見直し。

⑦ 投資事業からの撤退。

⑧ 経営体制の見直し。

⑨ 資本増強のための資金調達の具体化。

  上記施策により営業収益の改善に努めてまいりますとともに、資産の効率的活用による借入金の圧縮による財

務体質の安定を図っていく所存であります。

  四半期連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑義の存在を四半期連結財務諸表に反映

しておりません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,107,523

Ⅱ　売上原価 2,313,643

売上総利益 793,880

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,442,309

営業利益 △648,429

Ⅳ　営業外収益 14,084

１.受取利息 1,176

２.為替差益 2,004

３．その他 10,903

Ⅴ　営業外費用 129,085

１.支払利息 19,252

２.その他 109,832

経常利益 △763,430

Ⅵ　特別利益 1,376,001

１.固定資産売却益　 3,862

２.賞与引当金戻入益　 1,394

３.貸倒引当金戻入益 4,526

４.関係会社株式売却益 1,365,308

５.その他 909

Ⅶ　特別損失 237,981

１.投資有価証券評価損　 9,123

２.たな卸資産評価損 193,625

３.その他　 35,233

法人税、住民税及び事業税　 5,780

法人税調整額　 706

少数株主損益 11,077

四半期純利益 357,024

オープンインタフェース（株）　4302　平成21年３月期　第３四半期決算短信

- 9 -


